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【巻頭言】 

                            むさしの学園同窓会 

                            会長 円谷 洋一（３９回生） 

  長引く新型コロナウィルス感染症禍の影響を受け、むさしの学園同窓会もこの一年間、具体的

な活動を行うことが出来ませんでした。 

 昨年の「同窓会総会」は、幹事団間のメールによる審議をいただき、会報を通じ会員の皆さまに

ご承認いただく形となりました。 

残念ながら、今年度総会も現在の状況からは同様の形態とせざるを得ないと判断しております。 

 幹事会も、e メールや Zoom を利用したリモートミーティングに限定されています。 

 一日も早く“対面幹事会”の開催が可能となり、同窓会としての活動を企画・計画できる日を待

ち望んでおります。 

 

  そのような中、本年１月に同窓会前会長の山手 亨氏が逝去されました。 

 山手さんは、学園を昭和１１年（1936）に卒業された１２回生。 

学園が５０周年（1974）を迎えた際に創設された「同窓会」に参加され、その後２００９年に３

代目会長に就任。ご高齢を理由に２０１５年勇退されるまで務められました。 

その間、「むさしの学園９０周年記念祝賀会」を成功裏に開催されもしました。 

 同窓会に対する山手さんのご尽力とご貢献に感謝するとともに、ご冥福をお祈りいたします。 

 

  同窓会の役割は、同窓生の名簿を会員として管理し、会員の動向の把握に努め、会員から拠出 

していただいた会費を的確に活用していくことが基本です。 

 並行して、むさしの学園と協調しつつ、学園の活動を応援・支援していくことも同窓会の活動で 

あると認識しています。     

そのひとつの象徴に「むさしの学園１００周年記念事業」があります。 

 ９０周年時には「記念祝賀会」を主催しましたが、１００周年をどのように祝うか？その検討を

加えている最中にコロナ禍に遭遇してしまいました。 

 世情環境が整い次第、むさしの学園と共に２０２３年の「１００周年」祝賀実現に向け、会員

皆さまからの企画提案を頂戴しながら、邁進してまいります。 
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むさしの学園同窓会前会長 山手 亨様のご逝去を悼む 

                             むさしの学園同窓会  

副会長 赤塚 正坦（３６回生） 

 

  むさしの学園同窓会前会長 山手 亨さんは、去る令和３年１月１０日 ９７歳をもって逝去さ

れました。 

葬儀、４９日、埋葬が済み、生前の厚誼への感謝の葉書を、ご家

族よりいただきました。 

末文に娘さんの手書きにて「同窓会の皆さんにはお世話になりあり 

がとうございました。父はむさしの学園小学校が大好きでした」 

との添え書きがありました。 

 学園創立５０周年の時と思いますが、同窓会役員が５名、校長から 

任命された時、私以外の４人は、可南校長のことを可南ちゃんと呼ぶ 

間柄の人たちで、その中の１人が山手さんでした。 

私とは親子程違う年の差でしたが、学園の話となると熱く語ったもの 

であります。                                                      ２０１４年１０月 

山手さんには、その後パソコンによる住所録の作成をお願いし、     「９０周年祝賀会」時の 

それこそ寝る間も惜しんで作成にあたり、今の同窓会名簿があるのです。 山手 亨 前会長  

（山手さんはそれまでパソコンに手を触れたことも無い人でした）    

また国語に非常に堪能で、毎年の会報はすべて山手さんに校正をお願い 

しておりました。 

また創立９０周年の時の挨拶が秀逸で、学園を愛する、まことに洒脱なお話で、まさしく同窓

会の顔ともいうべき方でありました。 

まことに残念ではありますが、現同窓会は、体制が一新され、山手さんも大変喜んでおられ、

今後の同窓会運営には安心しておられました。 ここに深く哀悼の意を表します。 

 

 

 

 
 

 

 

 

山手前会長が学ばれていた頃の 

                                 西久保校舎（第１期校舎） 
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むさしの学園小学校この１年、そしてこれから… 

むさしの学園小学校 

校長  青木 洋介 

 

 同窓生の皆様、いかがお過ごしでしょうか。学園では、去る３月１５日、円谷会長のご臨席を賜

り、第９７回卒業式を執り行いました。新しく同窓生の輪に加わった彼らが、いずれ会の活動に勢

いをつけてくれるものと、大いに期待しています。 

 

 学園のこの１年は異例の連続でした。昨年３月、一斉休校に入った後、４月、緊急事態宣言の発

令により休校が延長になりました。そこで、まず生活のリズムを整えようと、平日朝８時 Zoom を

使った映像礼拝を開始しました。続けて Zoom クラスホームルームも始めました。全て手探りの中、

先生方がよく新しい取り組みに挑戦してくださいました。 

 ６月からは念願の登校が再開しましたが、二部授業からスタートし、時短、分散登校などを経つ

つも、少人数のおかげで毎日登校できました。２学期からは高学年と低学年の時程をずらした時差

授業で、ほぼ平常の時間数を確保し、無事２０２０年度を終業したところです。 

 学園でも登校時の検温やチャイムの鳴らない時差時程、Zoom ホームルームなど、今まで想像も

しなかった取り組みを行ってきました。もしかすると、これらは臨時のものでなく、恒常的なもの

になってしまうのかもしれません。これからも、タブレット等を用いた学びの充実など、柔軟に新

しいことに挑戦していくことも必要だと考えています。 

 

また、今年こそ、何とか内房・岩井海岸で臨海学校を再開したいと考えています。ただでさえ危

険の多い海浜実習です。それを１週間近くに渡って行うのは簡単なことではありません。 

しかし、学園にとって、なくてはならないものですから、継続していきます。 

 

 そして、中学受験など進路支援を強化していきます。ぜひ、中高生など若い卒業生の皆さんには、

ご自身の通っている（いた）学校のことを聞きたいので、ぜひご協力お願いします。可能な方は、

私にメールを送ってください。お待ちしています。 アドレス： aoki-y@musashino-gakuen.com 

 

 学園では改革にも挑戦しつつ、聖書の教えを根とし、緑豊かな、伸びやかな環境に子ども達を放

つことと、教師と子ども達が魂から関わり、一人一人の賜物を自ら活かすための学びをすることを

幹とする学園の根幹は変わりません。少しでも早くコロナ禍が去り、当たり前に皆様のご来校を歓

迎できる日が訪れることを祈り、ご挨拶とさせていただきます。 

 

◇ むさしの学園は、令和５年（２０２３年）に「創立百周年」を迎えます。 
「むさしの学園同窓会」は、学校と歩調を合わせ、 
２０２３年に「記念祝賀会」の開催を計画しています。 
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   学園からのメッセージ  

卒業生の皆様 力をお貸しください 

  学園では、いろいろな分野で、同窓生の皆様の力を必要としています。 

 

◇ 放課後充実化プログラムで、子どもと共に遊んでくれる方（指導員） 

～現状、空きはありませんが、欠員が出た時にはご相談させていただきます～ 

◇ 記事ライティングのできる方（WEB やリーフレットなどの読み物） 

◇ 広報用動画の編集ができる方（WEB に公開できる短い動画） 

◇ デザインのできる方（百周年記念でロゴやグッズを作る企画） 

◇ 過去の資料をご提供くださる方（学園の歴史展示コーナーを作る計画） 

 

 関心を持っていただけることがありましたら、ご連絡ください。 

学園ホームページを PC でご覧になる方は上部に、スマートフォンでご覧になる方は、 

MENU→アクセス・その他の中に、「お問い合わせ」という項目があります。 

クリック・タップしていただくと、フォームが表示されますので、内容をご記載ください。 

広報から返信させていただきます。 

ご協力、よろしくお願いいたします。 

 

教職員紹介 （下線は、卒業生） 

＜理事長＞ 江幡 眞喜子   
＜校長＞  青木 洋介 

＜小学校＞ 
 大内 美和子  青木 夕紀  森山 ゆかり  影山 郁絵  赤羽 俊紀  河野 哲平  

大沢 大介   瀬川 和香子  矢部 岳洋  中川 美和  須藤 信晴  佐野 美加  

田中 開   菅野 佑介  平田 正子  高橋 帆花  松原 晴子  片桐 香代  
＜幼稚園＞  

八十島 牧子 鈴木雅子 秋田花野  内八重めぐみ  内藤 朝子  

<事務・警備> 

 入間田 徹夫  石川 圭子  大塚 麻美  榎本 美織  小木曽 賢  山本 信 

<校医> 

 野原 奈緒（内科医）  樋口 洋一（歯科医）  山田 加世子（薬剤師）  計３４名 
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  同窓生の消息（敬称略）  

【ご逝去】 

  岩野 泰         ６回生       平成２２年 ８月 

小野田 紀子（小菅） １２回生           令和 ２年 ３月２０日 

山手 亨        １２回生       令和 ３年 １月１０日 

内田 慈子（嶋村）    ２１回生 

田中 治             ２３回生           平成２８年 １月 

鈴木 弘三郎   ３０回生       令和 元年 

木本 和孝             ３６回生         令和 ２年 ５月 ９日 

後藤 由美子（上野）  教職員 
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                  クラス会だより    

◎２０１４年卒 ９０回生（木犀組）リモートクラス会  令和２年８月２８日（金） 

今回はコロナの影響もあり、幹事の方が気を遣ってくれて会食ではなく、Zoom を利用したリモ

ート開催となりました。 

リモートでの開催のおかげで、担任の赤羽先生も含めて３０名ほど集まりました。 

高校を卒業したこともあり、お互いの進学先などの近況やむさしの学園での思い出話などに花を咲

かせました。短い時間ではありましたが、とても有意義な時間を過ごせたと感じております。 

次回の開催は未定ではありますが、次回はリモートではなく、対面での開催ができることを願っ

ています。 

最後に、このご時世の中、今回クラス会を企画してくださった幹事の方、そして担任の赤羽先生

に、感謝申し上げます。                          （杉山功至） 
 ＊なお、投稿者の杉山君は、大学２年生で、むさしの学園の放課後充実化プログラム（HJK）で

指導員のアルバイトをしてくれています。 

 

学園の行事予定 （下線は、学校内の公開行事） 

4.10     入学式 

5.13      学校説明会              5.17～21  ６年生修学旅行 

7.18～21    臨海学校（幼２～３年生）        7.21～26  臨海学校（4～6年生） 

 9.25     運動会             10.14     入試説明会                  

10.16      けやき会主催バザー・ひかり祭  11. 1       入学試験一次考査 

11.12       入学試験二次考査               12.11       入学試験三次考査        

12.18        クリスマス礼拝・終業礼拝  

12.20～22    スキー学校（４・５年希望者）  2.19       けやき会主催・催し物 

 3. 1～11   卒業作品展示（美術科・家庭科） 

3.15      卒業式 

※昨年同様、コロナウィルスの影響で上記の日程の変更（中止や延期、縮小）の 

可能性があります。 
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２０２１年度（令和３年）同窓会総会 

コロナウィルス感染症の現状に伴い、今年度も総会は 

中止させていただきます。 

議題： 令和２年度決算、令和３年度（２０２１）予算 他 

＊ 今年度総会代わりの討議は、監事審査と同窓会幹事間のメール審議とさせていただきます。 

  なお、「同窓会報」に「決算・予算案」を同封しています。 

  総会議事案、決算・予算案等、ご意見がございましたら、下記メールアドレスまでご投稿 

ください。  musashinogakuen_dsk@yahoo.co.jp 

  コロナ感染症の状況に鑑み、同窓会総会を中止する旨、ご了解いただきたいと存じます。 

                          むさしの学園同窓会会長  円谷洋一 

 

  事務局からのお願い  

◎ 同窓会費の納入をお願いいたします。 

終身会費は、 1 万円です。 

同封しました郵便局の「払込取扱票」に金額の記入がないのは未納の方、記入があるのは 

残金のある方です。 

郵便振替口座:００１５０－０－１１９３５９  加入者氏名: 武蔵野学園同窓会 

・通信欄に卒業年度と回数・組を記入し、氏名にフリガナを付け、数字はハッキリと。 

・近況もご記入ください。  

                   ● ● ● ● ● 

◎事務局への連絡方法： クラス会報告、ご感想やご意見、ご提案 等をお待ちしております。 

・ご連絡は、下記まで郵送か FAX もしくは E-mail でお願いします。 

送付先: 〒183-0002  東京都府中市多磨町１－１９－１ 

          武蔵野学園内 むさしの学園同窓会   FAX：０４２－３６１－７２８８ 

または、 神保 等（３７回生）  176-0021 練馬区貫井２－２４－３－１００７ 

TEL（携帯）： ０９０－３１３０－０３０９ 

E-mail ：        hjimbo3611@nifty.com      まで 

● ● ● ● ● 

 

 同窓会ホームページ  http://musashino-gakuen.com/dousou/ 
    ＊ 同窓会 HP に「同窓会報」のバックナンバー（No.45～）を掲示しておりますが、 

個人情報保護の観点から『同窓会新会員（新卒業生）・新会友』『同窓生の子・孫の 

通学状況』『同窓生の消息（物故者）』の欄を削除して掲載しております。 
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